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○川口  それでは、時間が参りましたので、金

融商品取引法研究会を始めさせていただきたいと

思います。 

本日は、「インサイダー取引規制の逐条検討」

の「その２」で、前回に引き続き、「金融商品取

引法第 166 条（２）」と題しまして、神戸大学の

志谷先生からご報告をいただきます。よろしくお

願いします。 

 

○志谷  神戸大学の志谷です。 

前回は、金融商品取引法（以下「金商法」とい

う）166 条（以下特に断りのない限り金商法の条

文をいう）の意義から始まりまして、構成要件、

そのうちの内部者取引の主体、内部者取引の対象

という順に進みまして、重要事実の内容に入って

いました。そのうち、決定事実、発生事実、決算

情報につきまして報告を終えたというところです。

本日は、まず、重要事実の内容の続きといたしま

して、バスケット条項について扱いたいと思いま

す。 

本日の報告につきましては、レジュメのほか、

金融庁関係者の方々の解説を二点お配りさせてい

ただいているかと思います。また、「金融商品取

引法等に関する留意事項について（金融商品取引

法等ガイドライン）」（以下「ガイドライン」と

いう）の一部と、「インサイダー取引規制に関す

る Q&A」もあわせて配付させていただいています。

適宜ご参照いただきながら報告をお聞きいただけ

ればと思います。 

 

Ⅰ．金商法 166条の構成要件 

１．重要事実 

（１）バスケット条項（166条２項４号） 

前三号（決定事実・発生事実・業績の修正）に

掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務

または財産に関する重要な事実であって投資者の

投資判断に著しい影響を及ぼすもの、これが重要

事実とされています。 

規定の趣旨は、昭和 63年改正の解説書（横畠裕

介「逐条解説インサイダー取引規制と罰則」（1989

年）119 頁）によれば、「投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすという実質に着目して重要事実

を規定したものであり、いわば重要事実のバスケ

ット条項」と説明されています。すなわち、この

ときからこの条文は「バスケット条項」という名

前で呼ばれていたわけです。複雑多岐にわたる経

済活動を遂行する企業の内部情報をあらかじめ網

羅的に規定することは困難なため、事象の実質面
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に着目して包括的に重要事実を規定したと説明さ

れていまして、会社が決定した一定の事実と会社

の意思に依らないで発生した一定の事実がともに

含まれるのだということを明らかにしています。 

 規定上、「前三号に掲げる事実を除き」とされ

ています。この限定の意味につきましては、上記

の解説書では、「本号は、第１号から第３号まで

に掲げられた重要事実以外の事実についての規定

であり」と説明されています。そして、その中で、 

例として、新製品等の企業化であってその軽微基

準に該当する事実などが、投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすものとして本号に該当するとい

うことはないとされています。 

すなわち、新製品の企業化というのは、前回ご

報告しましたように、決定事実として掲げられて

いる情報ですけれども、そこで軽微基準に該当す

るとしていわば重要事実ではないとされた情報が、

改めて４号で重要事実とされることはないのだと

明らかにしておられるわけです。 

 もう一点、この条文では、「投資者の投資判断

に著しい影響を及ぼす」という文言が使われてい

ます。これがこの条項に該当するかどうかを判断

するポイントになると思われます。この点につき

ましては、やはり上記の解説書の中では、通常の

投資者が当該事実を知った場合に、当該上場株券

について当然に「売り」または「買い」の判断を

行うと認められることをいうと指摘されています。

これに該当すれば、投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすと考えられるのだとされています。 

 

○裁判例 

 以下、バスケット条項が実際に適用された裁判

例と課徴金事例を掲げさせていただいています。

裁判例はいずれも刑事事件です。既に先生方もよ

くご存じの事件ではありますが、改めて見直して

みたいと思います。 

 

①東京地判平成４年９月25日判例時報1438号151

頁（マクロス（谷藤）株事件） 

 これは、上場会社の取締役である被告人が、自

社が多額の架空の売上計上を行っていたことなど

を知って、かかる事実が公表される前に、自らが

保有する自社株を売却したという事件です。少し

長くなりますが、判旨の部分を読ませていただき

ます。 

「年間 160 億円の売上高が見込まれていた電子

機器部門で８月末現在約 40 億円の架空売上が計

上されていて過去の売上実績の少なくとも過半が

粉飾されたものであったこと、右の事情に加え、

同部門の売上げの大半を担っていた乙が失踪した

こと等から、月々予定されていた売上げはそのほ

とんどが架空ではないかと思われるというのであ

るから、結局、同社の主要な営業部門として大き

な収益を挙げているとされた電子機器部門につき、

９月以降の営業をも含めて、売上予想値に大幅な

水増しがされていたこととなって、経営状態が実

際よりもはるかに良いように見せ掛けられ、その

結果として株価が実態以上に高く吊り上げられた

状態に置かれていたこととなるものといわなけれ

ばならない。そればかりか、予定していた約 40億

円の売掛金の入金がなくなったことによって、今

後約 30 億円もの資金繰りを必要とするという事

態を招いているのであって、公表されていた売上

高の予想値に大幅な架空売上が含まれていた事実、

及びその結果現に売掛金の入金がなくなり、巨額

の資金手当てを必要とする事態を招いた事実は、

まさに投資家の投資判断に著しい影響を与える事

実といわなければならない。すなわち、この事実

は、当時の証券取引法 190 条の２第２項３号に掲

げられた業績の予想値の変化として評価するだけ

では到底足りない要素を残しており（通常、３号

の事実は、景気の変動や商品の売れ行きの変動が

生じた場合の業績予想値の変動を念頭に置いたも

のと解される。）、かつ同項１号の事実に該当し

ないことは明らかであるうえ、性質上は２号に類

する事実といえるが、同号及びその関係省令等を

調べても、同号の事実に該当しないものと認めら

れる。加えて、年間の売上高の見込みが 230 ない



 

 
- 4 - 

し 290億円で、経常利益の見込みが 20億円という

谷藤の会社の規模に照らせば、その事実の重要性

においても、投資者の判断に及ぼす影響の著しさ

においても、証券取引法 190 条の２第２項１ない

し３号に劣らない事実と認められるから、かかる

事実は同条２項４号に該当するものと解するのが

相当である」としています。 

この判旨は、先ほどご紹介しました昭和 63年改

正の解説書を意識して、「前三号に掲げる事実を

除き」という文言に抵触しないよう解釈を行って

います。その上で、それには、例えば業績予想の

変動としては評価を尽くせないというところを捉

えて、４号のバスケット条項に該当するという解

釈を展開しているわけです。これは、次にご紹介

します有名な日本商事株事件につながる解釈を示

したのではないかと思われます。 

 

②最判平成 11年２月 16日刑集 53巻２号１頁（日

本商事株事件） 

これは、皮膚科医院の院長であった被告人が、

主に医薬品の卸販売を業とする上場会社の日本商

事と医薬品の販売取引契約を締結しているＡ社の

従業員から、同人が同契約の履行に関して入手し

た、日本商事の開発・発売に係る帯状疱疹の新薬

ユースビル錠について、発売直後、これを投与さ

れた患者につき、フルオロウラシル系薬剤との併

用に起因した相互作用に基づく副作用と見られる

死亡例が発生したとの重要事実の伝達を受け、か

かる事実の公表前に、自己が保有する日本商事株

１万株を売り付けた事件です。 

 これも長いですが、判旨を御覧になっていただ

きますと、「第一審判決が認定した本件副作用症

例の発生は、副作用の被害者らに対する損害賠償

の問題を生ずる可能性があるなどの意味では、前

記証券取引法 166 条２項２号イにいう「災害又は

業務に起因する損害」が発生した場合に該当し得

る面を有する事実であることは否定し難い。しか

しながら、第一審判決の認定によると、前記ユー

スビル錠は、従来医薬品の卸販売では高い業績を

挙げていたものの製薬業者としての評価が低かっ

た日本商事が、多額の資金を投じて準備した上、

実質上初めて開発し、その有力製品として期待し

ていた新薬であり、同社の株価の高値維持にも寄

与していたものであったところ、前記のように、

その発売直後、同錠を投与された患者らに、死亡

例も含む同錠の副作用によるとみられる重篤な症

例が発生したというのである。これらの事情を始

め、日本商事の規模・営業状況、同社におけるユ

ースビル錠の売上げ目標の大きさ等、第一審判決

が認定したその他の事情にも照らすと、右副作用

症例の発生は、日本商事が有力製品として期待し

ていた新薬であるユースビル錠に大きな問題があ

ることを疑わせ、同錠の今後の販売に支障を来す

のみならず、日本商事の特に製薬業者としての信

用を更に低下させて、同社の今後の業務の展開及

び財産状態等に重要な影響を及ぼすことを予測さ

せ、ひいて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼ

し得るという面があり、また、この面においては

同号イの損害の発生として包摂・評価され得ない

性質の事実であるといわなければならない」。少

し飛びまして、「しかしながら、前記のとおり、

右副作用症例の発生は、同項２号イの損害の発生

として包摂・評価される面とは異なる別の重要な

面を有している事実であるということができ、他

方、同項１号から３号までの各規定が掲げるその

他の業務等に関する重要事実のいずれにも該当し

ないのであるから、結局これについて同項４号の

該当性を問題にすることができるといわなければ

ならない」としまして、バスケット条項を適用し

ているわけです。 

 この事件につきましては、既に多くの先生方が

評釈をされているわけですけれども、先ほどご紹

介しましたマクロス株事件の解釈と同様に、前三

号に包摂されない評価が可能であれば、横畠氏の

解説書の中に出てきた文言を使うならば「事象の

実質面に着目」してバスケット条項を適用し得る

としたと思われます。 

 このように見てきますと、マクロス株事件と日
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本商事株事件は、いずれも昭和 63年改正時の解釈

から出発しています。つまり、１号から３号のど

れかに該当するのだけれども、それについては軽

微基準や重要基準に抵触することで、重要事実の

ハードルを超えることができなければ、結局、イ

ンサイダー取引規制上の重要事実にならないとい

うことになりそうです。昭和 63年当時の解説に従

えばこの結論になります。もっとも、裁判所は、

一つの事実を別の面から見るという解釈テクニッ

クを使って、結果としては、バスケット条項の適

用に道を開いた、その可能性を開いたと評価でき

るのではないかと思います。 

 

③東京地判平成 23 年４月 26 日（リサ・パートナ

ーズ株事件） 

これは判例集には登載されていませんが、デー

タベースでは公表されている事件です。これも刑

事事件でありまして、被告人は、あおぞら銀行に

おいて融資案件の審査業務等に従事していた者で

す。不動産投資等を目的とし、東京証券取引所に

上場しているリサ・パートナーズの代表取締役Ｂ

が、景気低迷等により不動産関連企業の新規資金

調達が困難となっていた状況下で三井住友銀行ほ

か 10 行からなる銀行団による協調融資によって

総額約 100 億円の新規事業資金を調達できること

が確実となった旨の事実をその職務に関して知り、

あおぞら銀行においてＢに対する融資営業等の業

務に従事していたＣにおいて、当該重要事実を職

務上Ｂから伝達を受けていたところ、被告人は、

平成 21年３月６日頃、当該重要事実を自己の職務

に関して知り、同事実の公表前にリサ・パートナ

ーズの株券を買い付けたという事件です。 

判旨ですけれども、「関係証拠によれば、サブ

プライムローン問題やリーマンショックの影響で、

不動産関連の市場環境が著しく悪化する中、不動

産関連事業を多く手がけるリサ・パートナーズも

株価を下落させ、信用不安に関する風評が流れる

などの状況にあった事実が認められる。そうした

中、銀行団によるシンジケートローンによって行

われる 100 億円規模の資金調達が実現すれば、リ

サ・パートナーズの財務状況が改善されるだけで

なく、その信用力や資金繰りの安定性などを市場

や取引先等に対し強くアピールすることにもなる

ことは明らかであり、現に、公表された融資額が

被告人の得た情報より少ない 95 億円であったに

もかかわらず、リサ・パートナーズの株価は、公

表直前の３月 26 日終値と公表後の４月 14 日の高

値を比較すると 2.35倍に高騰している」というこ

とをまず指摘しています。 

少し飛ばしまして、「さらに、リサ・パートナ

ーズ株式を上場していたＤ（報告者注：東京証券

取引所を指す）では、バスケット条項にいう「当

該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要

な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を

及ぼすもの」とほぼ同義の「上場株券等に関する

重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすもの」を行うことについての決定をし

た場合はその内容を開示しなければならないとの

定めがあり（有価証券上場規程第 402 条第１号ａ

ｏ）、「会社情報適時開示ガイドブック」におい

て、その具体例として「当該決定事実による資産

の増加又は減少見込額が、最近に終了した事業年

度の末日における純資産額の 30％に相当する額以

上」に該当する場合が掲げられている。本件シン

ジケートローンの調達によるリサ・パートナーズ

の増加資産は、発表された 95億円を基準としても、

これを同社の平成 20 年 12 月期の純資産額 238 億

5600 万円で除すると 39.8 パーセントに達するこ

とから、同基準を優に超えている。このように、

本件は、Ｄの有価証券上場規程でも開示を求めら

れる事案に当たるのであり、このことも、本件の

バスケット条項該当性を裏付けるものということ

ができる」として、結論としてバスケット条項を

適用しているわけです。 

この事件は、先にご紹介した２件の裁判例とは

異なりまして、他の条項との重複を気にしなくと

も済んだ事例であったかと思います。その上で、

投資家の投資判断にとって重要な影響を与えるか
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どうかということを認定するに当たって、実際の

株価の反応や上場先の取引所の自主規制を、バス

ケット条項該当性を肯定する根拠として持ち出し

ているということが注目されるところです。 

 

○課徴金事例 

 次に、課徴金の事例を見てみたいと思います。 

課徴金納付命令発出勧告の件数は、平成 28年度課

徴金事例集（証券取引等監視委員会事務局「金融

商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編

～」（2017 年）92 頁）によれば、過去に 10 件あ

ります。平成 17 年４月から平成 29 年３月までの

間の違反行為者ベースで見ますと、課徴金納付命

令が発出されている件数は 268 件あったようです

が、そのうちの 10件ということですので、数の上

で言えば５％程度ということで、必ずしもバスケ

ット条項が積極的に適用されているというわけで

はありません。しかしながら、実際に告発されて

刑事事件になるという事例が随分減っていますの

で、課徴金納付命令が発出された事例もバスケッ

ト条項の現状を知る上で重要であろうと思い、ご

紹介をする次第です。 

お配りしています２件の金融庁関係者の方々の

解説のうちの商事法務 2097号（美﨑貴子＝志村聡

「インサイダー取引規制におけるバスケット条項

の適用」（商事法務 2097 号（2016 年）））の７

ページから８ページにかけて、その 10件が実際に

はどのような事件であったかということが一覧表

で紹介されています。 

この論考の中でどのように分類をしておられる

かということですが、６ページの真ん中から下の

段にかけて分類をしておられるのですけれども、

「投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす」──

ここが先ほど述べましたようにこの条項を適用で

きるかどうかのポイントですけれども──とされ

た事実は、次の５つに分類できるということです。

（a）決算書類等の開示書類に問題が生じた事実

（過年度の決算数値に過誤があることが発覚した

こと、複数年度にわたる不適切な会計処理が判明

したこと、会計監査人の異動、それに伴い有価証

券報告書提出が遅延し、株式が監理銘柄に指定さ

れる見込みとなったこと）、（b）財務上の問題が

現実化した事実（第三者割当増資による転換社債

型新株予約権付社債の発行が失権となる蓋然性が

高まり、継続企業の前提に関する重要な疑義を解

消するための財務基盤を充実させるのに必要な資

金を確保することが著しく困難となったこと、発

行会社の債務不履行により、契約解除の前提とな

る他社からの支払催告書が到達したこと）、（c）

提供中または提供予定の製品やサービス等に関し

て重大な問題が生じた事実（発行会社が製造、販

売する製品の強度試験の検査数値の改ざんおよび

板厚の改ざんが確認されたこと、他社から、両社

間の業務提携に係る不動産検索サービスの提供を

停止するとの一方的な通告を受けたこと、新薬開

発のための第３相臨床試験の中止を決定したこ

と）、（d）当局による調査を受けた事実（発行会

社が、有価証券報告書虚偽記載の嫌疑による証券

取引等監視委員会の強制調査を受けたこと）、（e）

株式の取得等に関する事実（発行会社が全部取得

条項付種類株式を利用する方法により、発行会社

を他の完全子会社とする決定をしたこと）の５類

型です。 

 そして、この論考の中では、「実際の勧告事案

においてバスケット条項が適用された事実はいず

れも、有価証券報告書など上場会社の業績状況に

関する開示書類の過誤や虚偽記載の嫌疑、上場会

社における上場維持や事業継続への可能性に対す

る疑義、主要事業における問題発生など、上場会

社の業績や事業の主要な部分に重要な影響を与え

る事実や、取引の対象となる株式が市場価格より

も高値で買い取られるという株価に直結する事実

である」とされています。 

さらに、平成 28年度には、バスケット条項が適

用され課徴金納付命令発出が勧告された事案が２

件公表されています。これにつきましては、もう

一つお配りしています商事法務 2149 号に掲載さ

れている、やはり金融庁関係者の方々がお書きに
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なりました論考の 21 ページ以下で紹介されてい

ます（志村聡＝鍛治雄一＝河本貴大「公開買付け

およびバスケット条項に関するインサイダー取引

規制」（商事法務 2149号（2017年）））。 

それによりますと、東洋ゴムが国の大臣認定を

受けて子会社を通じて製造・販売していた本件製

品について、出荷していた一部が性能評価基準に

適合していないという事実、および、東洋ゴムが

過去に複数回本件製品に係る国の大臣認定を取得

しているが、その一部の大臣認定は、技術的根拠

のない性能評価基準の申請により受けていたとい

う事実が、重要事実に該当するとして、これが公

表されていない間に株式を売買した会社関係者に

対してバスケット条項を適用し、課徴金納付命令

を発出しているわけです。 

また、もう一つの事件においては、中華人民共

和国に設立された江守グループホールディングス

の連結子会社の主要得意先のほとんどについて売

掛債権の回収可能性に疑義が生じたことなどに伴

い、同社の平成 27年３月期第３四半期連結累計期

間において貸倒引当金繰入額約 462 億円を特別損

失に計上することが確実になった事実が重要事実

とされ、バスケット条項が適用されています。 

前者の東洋ゴムの事件につきまして、金融庁関

係者の解説によれば、東洋ゴムの「社会的信用等

への影響を検討するに当たって、大臣認定の性能

評価基準に適合しない製品を出荷していた行為お

よび本件製品の大臣認定を受けるに当たって技術

的根拠のない申請を行っていた行為が、本件製品

を使用した建築物の安全性に懸念を生じさせるも

のであったこと、そのことが東洋ゴムの社会的信

用を毀損し、同社のその他の事業の展開にも支障

をきたしかねないものであったことなどが総合的

に考慮された」とされていまして、業務に起因す

る損害とも評価できないわけではないけれども、

それでは評価し尽くせないとして、バスケット条

項を適用しているわけです。ここには、先ほどご

紹介しました日本商事株事件の判決の枠組みが使

われているといいますか、そのもとで運用されて

いるということだろうと思います。 

その上で、「事実は、時の経過や事態の進展に

伴い刻々と変化し得るため、上場会社において顕

在化したいかなる時点のいかなる事実が、当該上

場会社の社会的信用や業績に著しい影響を及ぼす

こととなり、結果、投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすものと評価されるのかといった判断は

必ずしも容易ではな」いが、「投資者の投資判断

に著しい影響を及ぼす事実が当該上場会社におい

て生じたと判断された以前の段階から、製品の性

能検査の過程におけるデータ処理に技術的根拠が

ないのではないかとの疑義が社内で呈されていた

ようである。そして当該上場会社では、そうした

疑義の有無について各種検査を行い、その結果が

代表取締役社長らに報告等され、実態が徐々に明

らかとなっていく状況が認められた。勧告事案で

は、こうした社内での検査等の進捗状況もつぶさ

に検討の上、投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼす事実が当該上場会社において生じた時点につ

いて判断された」と説明されています。 

具体的には、代表取締役社長出席の会合でこの

事実が報告された時点をもって、重要事実が発生

したと判断をしているわけです。 

このように、総計 10件プラス２件において、バ

スケット条項が適用されているわけですが、適用

件数が少ないだけではなく、この解説にあるバス

ケット条項の適用事例のいずれを見ましても、積

極的にバスケット条項を使ってインサイダー取引

事件を摘発しているかというと、必ずしもそうで

もないのではないか。つまり、日本商事株事件の

判断枠組みに乗って、その上で昭和 63年改正の解

説書が指摘している、この事実を知ったら当然に

投資家は「売り」または「買い」の判断をしただ

ろうと考えられるかどうかということを慎重に考

えて運用しておられるのではないかなと、そのよ

うな印象を持ちました。 

 

（２）子会社情報（166条２項５号～８号） 

 166 条２項の１号から４号までが、上場会社自
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身の事実のうち重要事実とされるものを列挙して

いるのですけれども、同項の５号から８号にかけ

ましては、子会社についての情報のうち重要事実

に該当するものを規定しています。 

中身は、決定事実、発生事実、決算情報および

バスケット条項の順に規定されています。また、

個別列挙と政令指定の組合せとなっています。さ

らには、軽微基準や重要基準を設定するという点

を含めて、これまでご紹介しました会社情報と同

じ形式をとっています。ただし、以下の諸点にお

いて、異なるのではないかと思います。 

まず、５号の決定事実ですけれども、この決定

事実とされている情報の範囲が狭いわけです。例

えば、新株発行、資本金・法定準備金の減少、自

己株式取得などは、決定事実の中には含まれてい

ません。その理由としては、親会社に及ぼす影響

という観点から、これらの情報を外したというこ

とだろうと思います。あるいは、子会社の自主性

がそれほど自由ではないといいますか、制約をさ

れている。例えば、新株発行を子会社がするとい

うことは想定されていないようにも思うわけです。

剰余金の配当につきましては、 子会社連動株式に

ついてのみ重要事実とされています（金融商品取

引法施行令（以下「金商法施行令」という）29条

８号）。 

 続きまして、６号の発生事実ですが、これもや

はり範囲が狭くなっています。主要株主の異動、

上場廃止、親会社の異動は規定されていません。

孫会社の破産手続開始申立ては発生事実とされて

います。 

親会社の異動が挙げられていないのは、親会社

側といいますか、「会社情報」のほうで処理され

るということかと思いますが、親会社以外にも主

要株主が存在するということは考えられるわけで

すけれども、その異動、あるいは子会社が上場し

ている場合などの上場廃止については、ここでは

挙げられておりません。 

親会社に及ぼす影響につきましては、その属す

る企業集団の資産額や売上高等の変化の数値で示

しています。軽微基準はいわゆる連結ベースで定

められているわけですが、後で述べますとおり、

例外があります。 

さらに、売買される株式が子会社連動株式――

これは、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余

金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等

の定款で定められた株式、例えばトラッキング・

ストックがこれに該当すると思いますが――であ

るか、それ以外の株式であるかで分けて、決定事

実、発生事実ともに軽微基準が規定されています。 

 第三に、７号の業績の修正については、対象と

なる子会社が上場子会社あるいは子会社連動株式

の対象子会社に限定されています（166 条２項７

号の最初の括弧書き、有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令（以下「取引規制府令」という）

55 条１項）。業績予想の修正をするということ、

その子会社が上場会社であれば、取引所規則でこ

れが義務づけられているということで、その修正

が一定の重要性基準を満たせばインサイダー取引

規制上重要事実に該当します。また、子会社連動

株式の対象子会社に限定されているということで、

これも、それらの株式を保有している親会社の株

主から見れば重要な判断材料になる、したがって

重要事実に該当するのかと思います。 

ただ、重要とされる情報は、子会社の売上高・

経常利益・純利益──まとめて売上高等といいま

すけれども──の修正に限定されています。です

から、これは単体ベースです。そして、ここでは

剰余金配当の予想の修正は含まれていません。 

 

○軽微基準の疑問点 

軽微基準を読んでいましたら、１つよくわから

なかったことがありました。それは、取引規制府

令 52条２項５号の２の規定です。連動子会社の解

散が重要事実とされているのですけれども、条文

を読んでみます。 

「解散による当該連動子会社の資産の減少額が

当該連動子会社の最近事業年度の末日における純

資産額の百分の三十に相当する額未満であると見



 
- 9 - 

込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該連

動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度

においていずれも当該解散による当該連動子会社

の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年

度の売上高の百分の十に相当する額未満であると

見込まれること」 

 私はこれを読んでいて、一体どういうことなの

かなと疑問に思いましたので、後ほど教えていた

だけますと大変ありがたく思います。 

 

（３）上場投資法人等の情報（166 条２項９号～

14号） 

上場投資法人等の情報のうち、重要事実とされ

ている情報が掲げられています。これは平成 25年

改正により追加されたものです。 

上場投資法人等の定義ですけれども、これは 163 

条１項に規定がありまして、「投信法上の投資法

人である上場会社等」とされています。 

上場投資法人等の決定事実（９号）、発生事実

（10号）、業績の修正（11号）およびバスケット

条項（14号）の順に規定されている点、個別列挙

と政令指定の組合せという点、軽微基準・重要基

準の設定という点では、会社情報、子会社情報と

同じ形式です。もっとも、上場投資法人等の特色

に応じて重要事実が法定されています。 

特徴としましては、上場投資法人等の資産運用

会社に関して、決定事実（12号）および発生事実

（13号）が重要事実として法定されていることが

挙げられます。ここにおいても、個別列挙と政令

指定の組合せという点、および軽微基準と重要基

準の設定という点では同じ形式が踏まれています。

ただし、資産運用会社に関する情報でバスケット

条項（14号）の適用により重要事実とされる場合

があるかどうかは、14号の条文上はどうもなさそ

うに読めるのですけれども、そのあたりは解釈に

委ねられているように見えます。 

 ここまでが重要事実のご報告です。条文はその

後、公表の定義、さらには親子会社の定義と続い

ていくわけですけれども、本日はそれについては

割愛させていただきます。 

 

Ⅱ．適用除外（金商法 166条６項） 

１．趣旨 

昭和 63年改正の解説書によれば、適用除外規定

を置いた趣旨を次のように説明しています。「本

条第一項……および第三項……の各規定は、取引

の実質的な不正という点にまでは立ち入らず、い

わば形式的に発行会社の役員等の一定の立場にあ

る者が、一定の事実を知った場合について、これ

が公表される前に一定の有価証券の取引を行うこ

とを禁止するものであるが……、本項は、証券市

場の公正性および健全性に対する投資家の信頼の

確保という観点から、これらの規制を必要としな

い場合を具体的に列挙している」と説明をしてい

ます（横畠・前掲 146 頁）。つまり、形式的には

インサイダー取引に該当する場合であっても、禁

止するに足る実質的理由に欠けると考えられる場

合は適用除外とする趣旨であろうと思います。 

 

２．列挙事項 

これにつきましても、具体的に列挙されていま

す。昭和 63年当時は１号から８号までの８項目で

したけれども、現行法を見ますと、１号から 12号

までの 14項目に拡大しています。これを少しまと

めてみますと、レジュメの 10ページ以下になろう

かと思います。 

 

（１）１号～２号の２ 

 重要事実を知っていることと無関係に行われる

株券等の取得等です。ここで挙げられているのは、

株式を引き受ける権利、新株予約権、オプション

の権利行使です。重要事実を知ることで権利を積

極的に行使したということも考えられるかと思い

ますが、ここでは無関係に行われたと割り切って

いるようです。 

なお、重要事実を知って権利行使を見送るケー

スというのも考えられるわけですけれども、その

場合は株式取得が行われない、つまり売買をしな
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かったので、現行法上はインサイダー取引には当

たらない、対象外ということです。 

 

（２）３号 

 少数株主の利益の保護を優先させるとして株式

買取請求権を行使する場合、または、法令上の義

務の履行として行われる場合、例として単元未満

株式の買取り、独占禁止法違反状態の解消として

の株式譲渡などが考えられるかと思います。 

重要事実を知って組織再編に反対し、株式買取

請求を行うことも考えられないわけではありませ

んが、それでも政策判断が優先されるということ

です。 

 

（３）４号 防戦買い 

実は防戦買いにつきましては、167 条５項５号

にも規定があります。それとこちらとどう違うの

かということですけれども、昭和 63年改正の解説

書では、本号の趣旨は、「防戦買いは有効な防衛

措置であるにもかわらず、内部者取引規制ゆえに

とれないとすると、会社自身が株券を取得するこ

とができる公開買付けあるいは買収を行う側との

間で、被買収側が著しく不利になるという不均衡

が生じるので、その解消にある」と説明されてい

ます（横畠・前掲 149頁）。 

つまり、防戦買いという事実も実は重要事実で

すけれども、その防戦買いを要請された側が、そ

の防戦買い以外に、166 条２項に該当する重要事

実をたとえ知っていたとしても、 要請を受けた会

社関係者による防戦買いを適法とするというのが、

この 166条のほうの防戦買いの趣旨です。 

条文にありますように、買収対象会社の取締役

会決議（法定防戦買い決議）による要請が必要で

す。対抗すべき対象たる公開買付け、これに準ず

る行為の存在は必要かということが、従来論点と

して議論されてきたところです。 

「これに準ずる行為」というのは、金商法施行

令 31条に次のように法定されていまして、「買い

集める当該株券等に係る議決権の数の合計が当該

株券等の発行者の総株主等の議決権の数の百分の

五以上である場合における当該株券等を買い集め

る行為」ということです。これが本当に存在しな

ければならないのか、もし存在しないのにもかか

わらず防戦買いを要請してしまって、それを受け

た会社関係者が実際買付けをした場合、166 条に

定める重要事実をほかに知っていたというときに、

それはインサイダー取引になってしまうのではな

いかということが議論されていたわけです。 

この点につきまして、平成 27年にガイドライン

が改正されています。留意事項については、「被

買付企業の取締役会が、当該被買付企業以外の者

から公開買付け等を行うことについての具体的な

提案を受けたことや、当該被買付企業以外の者が

公開買付け等を行うことについての決定をした事

実を裏づける具体的な報道が行われたことといっ

た合理的な根拠を踏まえ、『公開買付け等がある』

と判断し、それに対抗する目的で『対抗買い』の

要請を行い、第三者が当該要請に基づいて買付け

等を行った場合であれば、仮に実際には公開買付

け等が存在しなかったとしても、『対抗買い』を

口実とした不正な取引には当たらない」のだとい

う趣旨だと、金融庁関係者の方が解説しておられ

ます（船越涼介「取引規制府令および金商法等ガ

イドラン一部改正の解説」（商事法務 2079号（2015

年）41頁））。 

 さらに、「インサイダー取引規制に関する Q&A」

の問４を見ていただきますと、ガイドラインにつ

いて、（１）「公開買付け等がある」とは、どの

ような状態のことをいうのでしょうか、（２）被

買付企業の取締役会等が決定した要請が「合理的

な根拠に基づく」場合とは、どのような場合でし

ょうか、（３）要請を受けた者が買付け等を行う

に当たっては、どのような点に留意する必要があ

るでしょうか、などといったことが質問事項とし

て挙げられています。 

その回答ですけれども、先ほど指摘をしました

「公開買付け等に準ずる行為」を行うことについ

ての決定をした事実であって、かつ、被買付企業
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の株券等の買集め行為を開始する直前における株

券の所有割合が 100 分の５未満である場合には、

公開買付けに準ずる行為を行うことについての決

定した事実に加えて、100 分の５を超えている事

実があれば、買付け等があることとなると考えら

れます、というふうに回答しておられます。 

そして、上記の各事実があることについて、合

理的な根拠に基づく判断の必要があるとしておら

れるのですが、その合理的根拠としては、その下

の（２）のところで、具体的な提案を受けたとか、

具体的な報道が行われたという場合が考えられる

し、さらには、100 分の５を超えている事実につ

いては、その被買付企業が当該企業以外の者から

大量保有報告書が提出されたことを確認した場合

のほか、100 分の５を超えたことについての具体

的な通知を受けた場合、さらにはその具体的な報

道が行われた場合といったことが掲げられている

ところです。 

 

（４）４号の２ 自己株式の買付け 

株主総会の取得決議が公表されていることを条

件に、当該取得決議に基づいて行う自己株式の買

付けを適用除外とすることで、円滑な買付けを期

待した規定です。もっとも、他の重要事実を知っ

ている場合は、適用除外が使えません。 

 

（５）５号 安定操作取引 

法令に定められた厳格な要件に従って行われる

ということから、重要事実を知っていることと無

関係に行われる株券の買付けだとして適用除外と

されます。政策的配慮かなと思います。 

 

（６）６号 普通社債の売買等 

普通社債もインサイダー取引の対象となる有価

証券ですけれども、その売買において倒産情報以

外の未公表の重要事実を知っていた場合は適用除

外とされます。倒産情報としては、取引規制府令

58条で、解散、破産手続き等の開始、不渡り等が

挙げられています。 

 

（７）７号 証券市場によらない取引（クロクロ

取引の例外） 

昭和 63年改正の解説書は、「会社関係者又は情

報受領者として上場株券等の売買等禁止される場

合であっても、そのような者の間、すなわち発行

会社の未公表の業務等に関する重要事実を知って

いる者の間で、証券市場によることなくいわゆる

相対で取引を行うことは、通常、証券市場の公正

性と健全性に対する投資家の信頼を害することは

ないと考えられる」ことを趣旨として説明してお

られます（横畠・前掲 158 頁）。 

ただし、当時の法文は「第１項または第３項の

規定に該当する者の間において」と限定していま

して、情報の受け手が会社関係者・第一次情報受

領者でないと使えませんでした。一方、公開買付

けに係るインサイダー取引の規律とは異なる建て

付けになっておりました（167条５項７号参照）。 

もっとも、現行法は「第１項に規定する業務等

に関する重要事実を知った者が当該業務等に関す

る重要事実を知っている者との間において」と改

正されていまして、かつてのような限定は外して

います。つまり、公開買付けの 167 条のクロクロ

取引の側に引き寄せて改正が行われております。

それだけ使いやすくなったのかということですけ

れども、もっとも、現行法においても、クロクロ

取引として取引される株式が、証券市場で売却さ

れることを知りつつ取引をする場合等は適用除外

の対象とはならず、ここは外していないわけです。 

 

（８）８号～11号 企業再編関連の適用除外 

これは平成 24 年改正で新設されました企業再

編関連の適用除外です。 

この点につきましての金融庁関係者の解説によ

りますと、「組織再編を行うには相当の時間と費

用を要すること等を踏まえると、インサイダー取

引のために組織再編を行い、保有株式を承継させ

るおそれは必ずしも高くないことから、類型的に

問題ないと考えられるものについては適用除外と
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することが適当と考えられる」ということを趣旨

として掲げています（高木悠子＝齊藤将彦＝上島

正道「店頭デリバティブ規制の整備、インサイダ

ー取引規制の見直し、課徴金度制度の見直し（１）」

（商事法務 1982号（2012年）10頁））。 

８号では、承継資産に占める上場株券等の割合

が軽微な場合として、取引規制府令ではそれを

20％としています。承継対象全体に占める影響が

小さい、インサイダー取引のインセンティブに乏

しいということかと思います。 

９号では、重要事実を知る前に行われた取締役

会決議に係る適用除外が挙げられています。未公

表の内部情報と無関係に承継が行われる、市場の

公正を損なわないということかと思いますが、一

種の「知る前契約」かなと思います。 

10号は、単独新設分割に係る適用除外でありま

して、分社化の機能を有する行為であるとして第

三者との取引の性質を有しないということかと思

います。 

11 号は、８号から 10 号までがその上場株券等

が組織再編に伴って承継されるという場合であっ

たのに対して、組織再編の対価として存続会社側

から自己株式を交付するという場合を適用除外と

していまして、その意味では、８号ないし 10号と

は違った観点から適用除外としていると思われま

す。 

存続会社、つまり自己株式を交付する側につき

ましては、通常の自己株式の交付よりも厳格な規

制が付されていることや、デューディリジェンス

が実施されるということで、合併条件の公正さが

保障されているということから、インサイダー取

引が行われる危険性は少ないというふうに説明さ

れています。 

一方、これを受け取る消滅会社株主側は、自己

株式の交付を受ける場合も、対価として新株を取

得することが適用除外とされていることとの均衡

をとるため、適用除外とされたと説明されていま

す。 

 

（９）12号 知る前契約・計画に係る適用除外 

ここに規定されている適用除外としては、以下

の三点が挙げられています。 

 

1) 「知る前契約」の履行として売買等をする場合 

2) 「知る前計画」の実行として売買等をする場合 

3) その他これに準ずる特別の事情に基づく売買

等であることが明らかな売買等をする場合 

 

昭和 63 年改正の解説書によりますと、「会社

の未公表の業務等に関する重要事実を知った者が

行う上場株券等の売買であっても、重要事実を知

ったことと無関係に行われる売買等であることが

明らかな場合には、証券市場の公正性と健全性に

対する投資家の信頼を損なうことはないと考えら

れること」が適用除外の趣旨として説明されてい

ます（横畠・前掲 159 頁）。 

もっとも、適用除外範囲の明確性の確保の観点

から、内閣府令で定める場合に限定されます。 

昭和 63年改正当時は、12号文末の括弧書き（現

行法では「内閣府令で定める場合に限る」）は少

なくとも上記 1)、2)に係ると解されていたようで

す。すなわち、現在でいう取引規制府令 59条１項

で知る前契約・計画について限定が定められてい

まして、同府令に規定されている場合以外の売買

等は適用除外の対象とはならないと考えられます。 

この点、昭和 63年改正当時の大蔵省令では、６

類型ありました。それが順次追加されて、平成 27

年改正前には 14類型となっていますが、条文を見

ますと、いずれも厳格・詳細と言えようかと思い

ます。 

さらに、平成 27年改正で１類型追加されました。

これが 14号です。包括的な適用除外規定だと金融

庁の方は説明しておられます（船越・前掲 33頁以

下）。 

内部者情報を何も知らない状況でないと利用で

きないというのでは、適用除外を定めた意味がな

いという指摘に対して、「インサイダー取引規制

に関する Q&A」の問５で、そこに掲げられた場合
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には利用できると回答されています。 

一方、3)の「その他これに準ずる特別の事情に

基づく売買等であることが明らかな売買等をする

場合」については、これを限定する内閣府令は定

められていません。これについては、実は昭和 63

年時から一度も定められたことはありません。こ

の点について、昭和 63年改正の解説書は、「一般

的に重要事実を知ったことと無関係に行われる売

買等であることが明らかな売買等を除外するもの

となっている」とし、その例として「株先 50」の

取引や、現物と先物の価格差を利用してその差益

を得るいわゆる裁定取引を行うことを挙げておら

れます。そして、重要事実を知ったことと無関係

に行われる売買等であることが明らかな特別の事

情があるという客観的な状況が存在することを要

件とする、とされています（横畠・前掲 159 頁）。 

この適用除外に該当することとなる売買等は極

めて限られるものだという趣旨で説明されている

のかと思います（「インサイダー取引規制に関す

る Q&A」問３を参照）。そうしますと、内閣府令

で定める場合に限るという文言の制限はないとい

う前提で論じられているように読めますが、そう

すると、3)の「その他これに準ずる……場合」と

いうのには一応何の限定もないが、それでは困る

ので、解釈で制限できるようにするのだという態

度がどうもとられているようですけれども、それ

で本当にいいのかどうかということが若干疑問と

して残るところです。 

最後に一言申し上げますが、包括的な適用除外

規定と説明できるのかもしれませんけれども、前

述したバスケット条項のように本当に包括的な規

定として使われているかというと、そのようなこ

とは決してないように思われます。 

 報告は以上です。ご教示のほどどうかよろしく

お願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○川口  ありがとうございました。本日のご報

告は大きく２つに分かれ、前半部分が重要事実、

後半部分が適用除外についてのお話であったかと

思います。 

それでは、まず、重要事実についてご検討いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 

【決定事実等とバスケット条項の関連性】 

○伊藤  マクロス株事件と日本商事株事件に関

連してですが、マクロス株事件では、裁判所は、

166 条２項３号について、同号の「新たに算出し

た予想値」という文言に該当するためには、修正・

公表が避けられない事態にあることの報告・承認

があればよいとしつつ、結論としては、そのよう

な報告・承認はなかったとしています。つまり、

３号には該当しないとされたわけです。そうする

と、レジュメの２ページの中ほどに引用されてい

るような、「３号に掲げられた業績の予想値の変

化として評価するだけでは到底足りない要素を残

しており」といった説明をする必要があったのか

ということが疑問になります。 

あるいは、日本商事株事件でも、副作用による

と見られる重篤な症例が出て、副作用の被害者に

損害賠償をしなければいけない可能性があるとい

うことが、恐らく 166 条２項２号イにいう当該上

場会社の「損害」と評価されたのだろうと思いま

す。しかし、２号イに該当するのは、実際に会社

が被害者に損害賠償を支払った場合や、せいぜい

被害者から損害賠償請求を受けた場合を言うので

あって、これに対して、そのような損害賠償の原

因になる副作用症例の発生自体は、もともと２号

イの範囲外ではないかというふうにも思われます。

したがって、日本商事株事件も最初から２号イに

は該当しないのではないかというふうにも考えら

れます。 

そういうことからすると、そもそもマクロス株

事件も日本商事株事件も、それぞれの事案でイン

サイダー取引の規定を適用するために、特に必要

でない解釈論を展開しているのではないかとも思
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われます。あるいは、１号から３号までとバスケ

ット条項とが重なり合うのでどうしようとか、そ

ういうことを考えるのは、１号から３号までを柔

軟に解釈してしまうからなのではないかとも思わ

れるのですね。 

そのように、１号から３号までとバスケット条

項とが重なり合う場合があるという前提で、ある

事実を別の面から見てバスケット条項を適用する

という、かなりややこしい解釈が本当のところど

こまで必要なのだろうかということについて、感

触を教えていただけたらと思います。 

○志谷  本当に感触程度のことしかお答えでき

ないのですけれども、おっしゃるとおり、ポイン

トは、もともと厳格に規定されていたはずの要件

を実際に適用しようとすると、どちらかというと、

緩やかに解釈するということが判例では行われて

いますよね。例えば、決定事実における「決定」

は、結構早い段階でその重要事実が発生したと判

断するというように、かなり柔軟に解釈してしま

う傾向がどうもあるのかな、そのことが関係して

いるのかなと、もう本当にさわりだけですけれど

も、そういう感想を持っております。 

ただ、本当に厳密にぴたっと分けてできるのか

しらという点も実はありまして、悩ましいなとい

うところです。全然お答えにはなっていませんが。 

○伊藤  ぎりぎり考えると、やはり重なるとこ

ろはあるとは思うのですけれど、それにしても、

１号から３号をもっと文字どおり解釈していくと、

重なり合う面積は狭くなると思うのですね。マク

ロス株事件も日本商事株事件も特に必要ないのに

そのような議論を展開しているようにも感じまし

たので、それだけ伺いたかっただけです。ありが

とうございます。 

○黒沼  今の論点は、私は、３号の場合と１号・

２号の場合を分けて考える必要があると思います。

３号について、決算数値の変動という数値の変動

だけを見れば、伊藤先生のおっしゃるように、事

実が発生したということと数値が変動したという

ことは異なりますから、重なり合わないというこ

とになるのかもしれません。 

それから、マクロス株事件では、私は重なり合

うと言う必要はなかったと思っています。という

のは、結局この事件では、３号に掲げる数値の変

動を生じさせた事実というのが、１号や２号に列

挙されている事実ではなかったからです。 

もともと３号については、１号や２号と重なる

可能性はあるわけですね。１号や２号の事実が発

生して、その結果、決算数値が変動するというこ

とはいくらでもあるわけですから、そういう関係

にあるのではないかと思います。 

それから、日本商事株事件に関しては、損害の

捉え方について違和感を持ちました。本件では、

既に副作用によって重篤な症例が発生して死亡し

ている人もいるわけですから、損害賠償が請求さ

れなくても、それは損害が発生したと評価できる

事案であったのではないかと思います。 

そうすると、２号の事実と４号の事実が重なり

合っている、そういう事案ではなかったかと思い

ますし、この事件を離れても、１号・２号、決定

に係る事実と発生に係る事実であって、そこに掲

げられていないものと４号のような場合が重なり

合うことはいくらでもあるのではないかと思いま

す。 

 

【発生事実における損害の発生】 

○伊藤  今の点ですけれども、損害賠償の可能

性がある大きな出来事が生じれば、もうそれだけ

で「損害」だというふうに解釈するのは、通常の

解釈よりはかなり柔軟過ぎるようにも思われます。

黒沼先生のおっしゃったような解釈は、必ずしも

そうでなければならないというものではないよう

にも思うのです。あくまで、２号の文言は、「次

に掲げる事実が発生したこと」と「生じた損害」

ですから。 

○前田  具体的に損害賠償請求の訴訟を起こさ

れなくても、副作用が生じたということがわかれ

ば、損害賠償責任が発生したことはわかるわけで

すね。具体的な賠償額などは訴訟にならないとわ
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からないのかもしれませんけれども。 

○伊藤  もしそうならば、文言は「事実が発生

した」とか「生じた損害」というふうにはしない

のではないでしょうか。普通、そういうところま

で含めてここの意味に入れようとするのであれば、

「損害が生じるおそれ」といった文言にするので

はないかと思いましたので。 

○久保  つまり、伊藤先生のご発言の趣旨とい

うのは、損害賠償責任が発生したというのと損害

とは違うという……。 

○伊藤  そうですね。単純にはそういうことで、

責任の発生と損害の発生は違うはずだと思いまし

たので、先ほどの発言をさせていただいたわけで

すけれども、支持者がいないということもわかっ

ております……。（笑） 

○川口  ほか、いかがでしょうか。この件はよ

ろしいでしょうか。 

 

【投資判断に対する影響】 

○久保  私の質問は、「著しい影響」という４

号の文言で、それの判断の仕方がマクロス株事件

とその後の例えばリサ・パートナーズ事件とで変

わってきているのか、それとも変わっていないの

かという点です。 

ご報告いただいた中では、例えばマクロス株事

件では、年間の売上高あるいは経常利益の見込み

額に比べて、その入ってくるお金の額が相当な額

ですよ、だから重要性ないし影響の著しさという

のがあるのですというような、起こった事実の影

響の大きさというか、財産に対する比率のような

ものを見て、影響の著しさというのを判断してい

る。他方、リサ・パートナーズ事件では、ご紹介

いただいたレジュメによると、公表直前の終値と

公表直後の価格との比較であるとか、あるいは上

場規則でこういったものは公表しなければいけな

いのですよというようなことを見て、重要性ない

し著しい影響といったものを見ている。 

また、ご紹介いただいた商事法務 2097号に掲載

されている勧告事案の一覧表の中で、金融庁担当

官が株価状況というものを紹介しています。そこ

で、ストップ安になっているよとか、ストップ高

になっているよといったことを挙げているという

ことは、そこを見ているのだろうというふうに言

えるのかもしれない。 

そうすると、影響の著しさというものの見方、

どうやって影響が著しいということを判断するの

かということについて、判例ないし課徴金の事例

の中で、判断基準がだんだん動いてきていると評

価していいのか、それとも、実はそうではなくて、

共通するもの、何か貫くものがあるのだよという

ふうに言えるのか。私もご感触を伺うような質問

になるのですけれども、いかがでしょう。 

○志谷  結局、昭和 63年改正の解説書が、この

事実を知れば投資家は当然に「売り」または「買

い」の判断をするということが重要性を判断する

際のポイントだと指摘していて、これがずっと解

釈の底流にあって、それでは、当然に「売り」ま

たは「買い」の判断を行うというのは具体的には

どういう場合なのかということを当てはめようと

すると、金額の大きさだけでもう決まりというこ

となのか。それとも、金額はともかくとして、実

際に株価が反応していることとか、適時開示しな

ければならないルールになっていることといった

視点から重要性を判断するということなのか。後

者は、基本的には、当然に売りまたは買いの判断

をするという基準を当てはめようとしているのだ

ろうけれども、やはり当てはめ方が違ってきてい

るように思うのです。どちらかというと、もっと

投資家寄りというか、実際にどうなのかというこ

とを最近は重視してきているのだなと思います。

ただ、それが理論的に見てどうかという判断は、

私自身はまだちょっと整理できていないところで

す。 

○片木  今のお話ですと、事後的に株価がどう

動いたかということを以て重要性の判断をすると、

取引する者にとっては、予測可能性という点から

言えば、非常にわかりにくいことになりますよね。

例えば、何百万個と売っている商品の中に１匹ゴ
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キブリが入っていたということが起きた場合、最

初は当事者もおそらく大したことはないと思って

いたのが、SNS とかで流布することによって風評

被害で大変な大ごとになったと。たまたま知って

取引をしていた人はバスケット条項に該当してし

まったというのも、何か事後的な評価で違法性を

判断されるということになって、適切でないよう

に思うのですけれども。 

○志谷  となると、事前に何か明らかな基準を

持ってこなければいけないのですけれども、それ

ではそれがどういう基準なのかというと、必ずし

もはっきりとしない。 

○梅本  片木先生のご指摘はそのとおりだと思

うのですけれども、ただ、現行法の重要事実の規

定では、単なる事実のみ列挙されているわけです

ね。しかし、本来的には、市場がどう評価するか

といったところが問題となるはずです。株価が動

くかどうか、特定の事実についてどうなるかとい

うのは、その時点で恐らく一般の投資家であれば

わかる。でも、事前に客観的な基準を設定すると

いうのは難しいでしょうね。 

実際に当該売買等がインサイダー取引かどうか

というのは、事後的に課徴金を課したり刑事訴追

したりするときに問題になるのでしょうけれども、

その時には、これは重要事実だよね、実際に株価

も動いていたよねといった形で判断することにな

ると思うのです。確かに先生がおっしゃるように、

行為時において客観的に明らかではないではない

かということは、そのとおりだと思うのですけれ

ども、ただ、事後的な株価の変動もあわせて見る

というところは、私は、インサイダー取引の性格

上仕方がない側面もあるのかなという気がいたし

ます。 

○行澤  とはいえ、やはり行為時に一般の投資

家の判断基準で、一般の投資家に対してであれば

およそ著しい影響を及ぼさないだろうというよう

な判断をなした場合、それを立証できた場合に免

責されるというのが当然あってしかるべきだと思

うので、事後的に株価が動いてしまったというの

は、あくまで重要事実であったかどうかを判断す

る補完的・事後的資料にすぎないと考えるべきだ

と思うのですけれどね。 

○梅本  おっしゃるとおりです。 

○川口  リサ・パートナーズ事件で、適時開示

の要件を参考にしているというご報告でしたが、

それはよいのでしょうか。すなわち、適時開示規

制とインサイダー取引規制では、同じような文言

が使われていますが、前者は開示せよという要請

であるのに対して、後者は、公表まで取引をして

はいけないというものです。そのため、重要事実

として同じような文言を使いながら、その内容は、

異なる可能性もあるわけですね。例えば決定事実

についての「業務執行を決定する機関」の意味も、

両者では異なるというのが判例・通説です。この

あたりは、どのようにお考えですか。 

○志谷  確かに違いはあるのかもしれませんけ

れども、一方で結構重なっているというか、同じ

ように重要性を判断しているところもあるのかな

と思いますので、これがだめだとまで言い切れる

のかなというふうな感触は持っています。あくま

で感触です。 

○川口  参考ぐらいには構わないという話なの

でしょうかね。もともと適時開示制度が、インサ

イダー取引を予防する、すなわち、内部情報を早

く出せばインサイダー取引は起こらないという趣

旨で生まれたため、文言が似ているのは確かなの

ですけれども、その解釈まで同じで良いのかとい

う疑問があったので、質問をさせていただきまし

た。 

 

【重要事実の発生】 

○松尾  レジュメの７ページの東洋ゴムのとこ

ろですけれども、ここでは、本件の重要事実は、

製品の一部が基準に適合していない事実、および

根拠がない申請によって大臣認定を受けていた事

実であるとされています。他方で、お配りいただ

いた商事法務 2149 号の 22 ページの一番上の段を

見ると、それぞれの事実が「判明したこと」と書



 
- 17 - 

かれているのですね。さらに、22ページの一番下

の段では、本件で重要事実がいつ発生したかとい

うと、遅くとも、社長等の前で報告された時点だ

とされています。製品の一部が基準に適合してい

ないという事実は、22ページの中段を見ると、社

長等に報告された２年ぐらい前から既にその疑義

が呈されていたということです。単に基準に適合

していないという事実を重要事実だと捉えると、

随分前からやっていたはずなのですが、「判明し

た」という文言を付けて、むしろ伊藤先生のご指

摘とは逆に、重要事実の幅をやや狭めているよう

に思うのですけれども。 

疑義が生じている時点で、その事実を知って取

引しても、インサイダー取引には当たらないとい

うことを言っているように読めるので、決定に係

る重要事実のほうは随分早くから捉えるのに、発

生に係る重要事実のほうはここまで遅くでいいの

かしらという気もします。 

基準に適合していないといった事実が「判明し

たこと」というのは、一体「発生」との関係では、

どう理解すればよいでしょうか、これもご感触と

いうか、お考えをお聞かせいただければと思いま

すが。 

○志谷  レジュメの７ページには、ご指摘の論

考の内容を少し書いておいたのですけれども、

時々刻々変わる中で、いかなる時点で重要事実と

して、この時点以降公表されるまでの間に株式の

取引をするとインサイダー取引になりますよとい

う線をどこかで引かなければいけないといった要

請が、やはりあるのではないかなと思います。 

先生がおっしゃるように、前から社内ではうわ

さになっていて、そのうわさが次第に広がってい

くという中で、では、どの時点の取引を捉えてイ

ンサイダー取引として課徴金を課すのか、場合に

よっては刑事事件に発展していくのかということ

になると、どうなのでしょうか。決定事実につい

ては緩やかなのに、ここは厳格にしているのはお

かしいではないかということですか。 

○松尾  むしろそういった懸念については、「知

って」の要件のほうで区切ればいいように思うの

ですけれども。発生のタイミングを遅らせている

ように読めるので、なぜそういうことをする必要

があるのかなと。知らなければ取引規制はかから

ないわけですよね。逆に、疑義を持っていたよう

な人々は、疑義ですけれども知っていたわけなの

で、この人たちがやっていたら、それはやはりイ

ンサイダー取引ではないかなと思うのですね。課

徴金の決定原文は読んでいませんので、この論考

頼りですけれども、発生した時点を随分遅らせて

いるので、違和感があったということです。 

○行澤  ひょっとしたら的を外しているかもし

れないのですが、私が読んだのは、データ処理に

技術的根拠はないのではないかという疑義が社内

で呈されていたようだということです。確かに実

際にその偽装をした人にとってはそれが事実だっ

たかもしれませんけれども、それと、会社におい

て一定の過程を経てこういう偽装が行われたこと

がほぼ確実な事実だと認定されていくプロセスと

では、やはりレベルが違うのではないかと思うの

ですね。 

つまり、投資者の判断に著しい影響を及ぼすま

での事実として膨れ上がったというか、確実にな

っていったのが、遅くとも取締役社長らに報告等

がなされたときだということができるのではない

かと思うのですね。時々刻々と変わるとか、徐々

に実態が明らかとなっていく状況というのは、そ

のあたりのことを言っているのではないかなと思

います。だから、会社内の一部で起こった本当に

小さな偽装の種、あるいはうわさがあるだけでは、

全体としての会社においては、こういう事実が発

生している、重要な事実が発生しているというと

ころまではまだ至らないということではないでし

ょうか。 

○松尾  では、いつから虚偽の申請をしていま

したかと言われると、恐らく、いついつの時点か

ら、ということにはなるのですよね。それは、先

生のお考えですと、まだ投資家の判断に著しい影

響を及ぼすほどにはなっていなかったというふう
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に……。 

○行澤  確たるものとはなっていなかったので

はないかと思うのですね。会社全体の情報として

は、まだ確たる事実にはなっていなかったのでは

ないか。多分報告するまでには、それこそいろい

ろな検査をしたり、担当者を呼んで調査をしたり、

またヒアリング等をしたりして、会社として不正

の事実を確認していくのだろうと思うのですね。

そのいずれかの時点で会社として重要な事実が確

定されていくのではないか。 

○北村  志谷先生は、バスケット条項を適用し

た事例の検討のご報告の最後に、感想として、こ

れらの事例は、積極的にバスケット条項を使って

インサイダー取引事件を摘発しているのではなく、

この事実を知ったら当然に投資家は「売り」また

は「買い」の判断をしただろうと考えられるかど

うかということを慎重に考えてバスケット事項を

運用しているという印象を持ったとおっしゃいま

した。 

それは、バスケット条項というのはあるのだけ

れども、発生した事実が投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすということを会社関係者が知って

いなければ「重要事実」にならない、その意味で

は「重要事実」該当時期を遅らせているという意

味で慎重にとおっしゃったのかどうか、私の理解

を確認させていただければと思います。 

○志谷  私は、この事件をずっと見ていて、や

はり今までの議論の中にもあったのですけれども、

例えば、重要事実が――これは発生事実ではない

のですけれども――発生事実的に考えてどの時点

で発生したのか、それが著しい影響を及ぼすのか、

これを知れば必ず内部情報に当たると判断できる

というぐらいのインパクトのある情報なのか、と

いったことを認定してバスケット条項を適用して

いくことについては、やはりどちらかというと積

極的ではなくて、慎重に運用しておられるのでは

ないかなと思います。 

単に数が少ないというだけではなくて、先ほど

も問題になりましたけれども、商事法務 2097号に

掲載されている勧告事案の一覧表の中にあるよう

に、実際にこれだけのインパクトを株価に与えて

いるではないかというようなものもやはり考えた

上で、勧告の発出に踏み切っているのではないか

なというふうに、これも印象ですけれども、そう

思います。それが果たしてバスケット条項を最初

に定めたときの立法者の趣旨に合っているのかど

うかというのは、ちょっとここでは触れないでお

きますけれども、現状はそのように運用されてい

るのだなという印象を持っています。 

○片木  今のお話についてちょっと確認したい

のですけれども、例えば不正な検査等が行われた、

あるいは品質が確保されていない取引があって、

その事実自体はずっとあったわけですが、それが

ある程度判明した時点で重要事実になるとすると、

仮にその工事というか事業の担当役員が事実をず

っと知っていた場合、判明する時点に行くまでは、

やはり重要事実ではないのでしょうか。それとも、

知っている限りは重要事実になるのでしょうか。 

○志谷  改めて資料を確認しましたところ、東

洋ゴムの事例で課徴金納付対象となった者は、同

社の役職員ではなく、同社の子会社で性能評価基

準に適合していない製品を製造・出荷していた会

社の取引先である会社の役員です。その者が第一

次情報受領者としてインサイダー取引を行ったと

されています。したがって、東洋ゴム・その連結

子会社の外部者が職務上伝達を受けた時点で当該

情報が「内部情報」に該当することが必要でした。

ですから、いつの時点で内部情報となったのかが

問題となったように思われます。 

 

【子会社情報】 

○川口  それでは、先に行かせていただいて、

子会社情報についてはいかがでしょうか。 

○前田  子会社情報については決定事実の範囲

が狭いというお話があり、その理由として、子会

社の自主性が制約されているというお話があった

のですけれども、その意味をご説明いただけます

でしょうか。 
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○志谷  もう一度お話をさせていただきますと、

例えば新株発行は、公開会社であれば子会社の取

締役会の判断でできるのですけれども、事実上は、

親会社の許しもなく子会社が新株発行するという

ことはないのではないか。そういう意味で、子会

社の自主性が制約されているということが当然の

前提としてあって、新株発行などは抜けているの

ではないか。もしそれを実際に行ったということ

があれば、その時はバスケット条項で処理するの

ではないか、というように読んだのですけれども。 

○前田  親会社の意向に反して子会社が新株発

行を行うことはまずないだろうというのはおっし

ゃるとおりだと思うのですけれども、決定事実に

なるかどうかは、親会社株式の価格に影響がある

かどうかだと思うのですね。親会社がいいと言っ

たかどうかは関係しないのかなと思ったのです。 

○川口  これは、通常、子会社の増資や配当は

親会社との間で行われ、連結ベースで見ると、親

会社・子会社の財産総額に変化がないので、親会

社株式についての投資判断に影響がないというふ

うに解されているのではないかと思います。しか

し、例えば、子会社が親会社以外に対して株式を

発行をすることも考えられますので、その場合は、

やはり、連結で見ても、親会社の株式の価値が変

わってくるような気がします。この場合は、バス

ケット条項を使うのでしょうかね。 

ほかにいかがでしょうか。 

レジュメの８ページの下のほうの疑問点ですが、

これは具体的に何がご疑問ということなのですか。 

○志谷  解散によって、確かに資産は減少する

のでしょうね。解散による当該連動子会社の資産

の減少額が当該子会社の 100分の 30に相当する額

未満であると見込まれるという、これはどういう

意味なのでしょう。解散してしまうのですから、

資産はなくなってしまいますよね。あるいは、解

散した翌事業年度の売上げなどがあるのかという

ことです。具体的にはそういう点なのですよ。 

 

【改めて東洋ゴムの事例について】 

○伊藤  １つだけ確認させていただきたいこと

があります。レジュメの７ページの真ん中で、東

洋ゴムの場合について、日本商事株事件の判決の

枠組みに依ったというご報告をされましたが、そ

の意味だけちょっと確認させていただければと思

います。 

東洋ゴムの事件は、１号から３号には該当し得

るものなのですかね。 

○志谷  先ほどの損害の話に戻ってしまうので

すけれども……。 

○伊藤  わかりました、そういうご趣旨ですね。 

○川口  そろそろ適用除外のところについてい

かがでしょうか。 

 

【新株予約権等の行使】 

○前田  新株予約権等の行使によって株式を取

得する場合が適用除外になっていることについて、

志谷先生は、重要事実を知ったからこそ権利を行

使することがあるのではないかという問題点を指

摘されました。しかし、重要事実を知ったからこ

そ新株予約権を行使するという場面は、実際には

ほとんどあり得ないのではないでしょうか。つま

り、行使期間中に株価が行使価額を下回っていれ

ば、グッドニュースを知って将来確実に株価が上

がることがわかったとしても、行使はしないはず

だと思うのですね。つまり、株価のほうが低いわ

けですから、新株予約権を行使せずに株式を直接

に買うでしょう。 

他方、行使期間中、株価が行使価額を上回って

いるのであれば、やはり重要事実を知るかどうか

にかかわらず、通常は行使するはずだと思うので

す。結局、重要事実を知ったかどうかは、通常は

行使するかどうかの判断に影響しないので、適用

除外にして差し支えないと思うのです。不公正で

非難されるような株式の取得ではないと思ったの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○志谷  新株予約権はそうかもしれませんけれ

ども、株式を引き受ける権利はそうでしょうか。 

○川口  かつて、株主割当が盛んで、その引受
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価格も安い時代がありましたね。そこでは、引受

人が、グッドニュースを知っているか否かにかか

わらず、払い込むということはあったのでしょう。

払い込まないと損をするわけですから。けれども、

そうでない場合、やはりインサイダー情報の有無

によって買うか買わないかの判断をするというこ

とは起こり得るのではないでしょうか。将来の株

価が今より上昇すると思えば権利を行使する、そ

うでなければ行使しないという判断もあるような

気がするのですけれども、そういうお話でしょう

か。 

○志谷  はい。今株価が上がっていても、将来

下がるかもしれない。 

○松尾  公表されるまでに行使期限が来てしま

うようなケースですかね。 

○梅本  いや、それならば、権利行使などしな

くて、市場で取得してしまえばいいのですよ。 

○松尾  たしかに、そうですけど。 

○志谷  そういう割り切りですよね。 

○松尾  株式を引き受ける権利の場合は、そう

はいかないので、それぐらいですかね。 

○川口  新規発行ではインサイダー取引規制が

かからないということも関係していますかね。 

○志谷  それもありますね。 

○川口  そうであれば、もともと、適用除外と

する必要はない……、なぜここでわざわざ書くの

かという話になりますね。 

○志谷  そうですね。 

○松尾  ああ、そうですね。 

○川口  自己株式の処分は、既発行証券につい

てのものなので、ここに書いておかなければなら

ないということも考えられるのでしょうか。 

○志谷  自己株式の処分がそれほど簡単でなか

った時代から、ずっとこれがあるのは不思議です

ね。 

○川口  そうですね。ほか、いかがでしょうか。 

 

【防戦買い】 

○伊藤  ４号の防戦買いなのですが、現在これ

を適用除外にする必要性はどの程度あるのだろう

かというのが気になります。昭和 63年改正当時は

ともかく、現在では防衛策としてはほかのものも

使えますし、この必要性はどれぐらいあるのか、

あるいは防戦買いは実際どれくらい行われている

のか、そのあたりについて、ご感触があればお聞

かせ下さい。 

○志谷  実際のところ、私もよくわからないと

ころです。当時と比べたらいろいろと防衛手段は

整ってきているということはあるけれども、それ

ならばもうなくしたらどうかと、そこまで言わな

くてもいいかなという感じなのですけれどね。 

○伊藤  あればあったでよいという感じなので

すかね。 

○志谷  例えば「準ずる行為」の存在がはっき

りとわからないままに防戦買いを要請し、要請さ

れた方がこれに応じるというのは怖いということ

で、なかなか使えないという議論が従来されてき

ましたね。それを受けてのガイドラインだろうと

思うのですけれども、例えば新聞報道があったら

合理的根拠としているのですけれども、本当にそ

れでいいのかと言われると、ちょっとなあという

感じはありますけれどね。 

○川口  公表の概念では、スクープ新聞報道は

だめだといっていますよね。（笑） 

○志谷  結構うまいこと使い分けて……。 

○黒沼  今の点について答えを持っているわけ

ではないのですけれども、平成 27年にガイドライ

ンを制定するよりも前は、ほとんど使われていな

かったと言われていましたね。 

私は、この防戦買いの適用除外は政策的に設け

られたものではないかと思っています。防戦買い

の適用除外が意味することは、重要事実を示して、

今当社の株を買っておけば将来もうかるから買っ

てください、防戦のためにも買ってくださいと言

うことが許されるということなのです。他の重要

事実が発生していて、それを知っていても適用除

外となるわけです。そういう防戦買いを許す政策

的な意味はあるのかという点に、私自身は疑問を
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持っています。 

それともう一つ、今回の改正後のガイドライン

を見ると、それほど防戦買いが容易になっている

のか、よくわかりませんでした。特に問４の答え

の（１）ですが、準ずる行為、株券等の買集め行

為の場合に、買集め前に 100 分の５未満であると

いうことと、買集め決定後に 100 分の５を超えた

という事実に加えて、公開買付者等が公開買付け

に準ずる行為を行うことについての決定をした事

実がないといけないわけです。そういうふうにこ

の答えは読めるのですけれども、そうすると、100

分の５未満から 100 分の５を超えたということを

知っただけでは足りず、決定した事実をやはり知

らないとだめだということになるのですね。これ

を知らないで特定の者が買っているということは、

大量保有報告書を見ればわかるわけですけれども、

決定した事実を知っているという事態はなかなか

生じないのではないか。そうすると、このガイド

ラインはあまり使えないようにも思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○志谷  買い集め側の内部で決定したというこ

とがわかるのかということですけれども、私がこ

れを読んだときの印象としては、例えば買い占め

をしようとする第三者が対象会社を訪れて、今度

おたくの株を買わせてもらいますよとかいったい

いかげんな話をしてきたと。さあ、それで果たし

てそれを信じて防戦買いができるのかという疑問

が以前から実務家の方にあって、それに答えよう

としているようにも思うのですけどね。だから、

「知って」というところは、むしろそういう場合

を考えておられるのかなというふうに思うのです

けどね。 

答えになっていないかもしれませんが。（笑） 

○黒沼  この答えとして、100 分の５未満であ

る場合には、「買い集め行為により 100 分の５を

超えている事実があれば」ということだけを書い

てくれれば、比較的適用除外を受けやすい、合理

的な理由があるというふうに理解しやすいのです

が、「決定をした事実に加え」と書いてあるので

すね。やはりこの事実がなくてはいけないという

ことなのですかね。 

○川口  大量保有報告書で判断するということ

なのですけれども、それを提出する理由もいろい

ろとあるではないですか。例えば、純投資の場合

だってあるわけですよね。このように、支配権を

取得するための取得以外にも大量保有報告書を出

す可能性があることを考えると、これで判断する

ということで良いのでしょうか。 

○黒沼  いや、準ずる行為については、意思は

要件とされていないのではないですか。 

 

【クロクロ取引】 

○志谷  私のほうから言い出しては何ですが、

クロクロ取引って許すのは当然なのかな、と私の

感覚としてはあるのですけれども。とはいえ、そ

れが脱法的に使われて、その株がまた市場に戻っ

てしまう、一般の投資家が売買してしまうという

のでは、それはだめですというのはわかります。

形式的に考えればクロクロ取引にはインサイダー

規制が適用されてしまうので、わざわざ適用除外

だときちんと書いたのですということなのかもし

れないけれども、それにしては、最初は何か使い

勝手が悪いようにも規定されていたのを、その後

公開買付け側に合わせるような形で多少柔軟にと

いうか、改正したりしているのですが、クロクロ

取引はそれほどきちんと適用除外だと書いておか

なければいけないことなのですかね。 

○川口  形式的には、公表前に内部情報を知っ

て取引をするのですからインサイダー取引規制の

適用があるのではないでしょうか。その上で、取

引の当事者間で、情報の非対称性がないから規制

を外すということではだめなのですか。 

ただ、取引の当事者はこれで良いとして、クロ

クロ取引が一般の投資家の信頼を損なわないかと

いう点については、また違った検討が必要ではな

いでしょうか。例えば、バッドニュースがあり、

現在の株価は 2,000 円であるものの、それが公表

されれば株価が暴落するというときに、クロの人
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の間であれば、それを加味して、安値、例えば、

500 円で売買をするわけですよね。ところが、情

報を知らない投資者、すなわちシロの人は、市場

では 2,000 円で買付けをしているのですね。この

情報を知っていたら、株価が下がる銘柄を買うは

ずがない。そうであれば、やはりクロクロ取引を

有効とすることに不満というか、疑問を持つとい

うことはあり得るのかなと思うのですけれども。 

○志谷  将来またリバウンドして株価が上がっ

たときに、そのずるさがますますはっきりすると

いう感じですかね。それはありますね。 

 

【知る前契約の適用除外】 

○川口  ほか、いかがでしょうか。 

最後に疑問提起をされたのは、知る前計画・知

る前契約の適用除外の規定の最後に「内閣府令で

定める場合に限る」とされているところ、現在は

それを定める内閣府令は存在しないにもかかわら

ずこの規定を使っている、ということについてで

すね。 

○志谷  前提としては、内閣府令に定める場合

に限るというのは、レジュメの 12ページに記載の

1)と 2)だけでなくて、3)にも係っているのではな

いかなとまず読んだ、ということですけれども。 

○川口  それは係っているのではないでしょう

か。 

○志谷  この場所から言えばそうですね。 

○川口  それで、内閣府令がないのに、それを

使えるかという話ですよね。 

○志谷  はい。 

○前田  この 12 号の文末の括弧書きの意味に

ついては、前にも研究会で議論があったと思うの

ですけれども、この括弧の位置からして全部に係

っていると読まざるを得ないですよね。ただ、金

融庁の解釈によると、３つ目のその他の場合につ

いては、具体的な内閣府令が存在せず、存在しな

いということは限定がないという、おそらく普通

の文言解釈では想像もつかないような考え方をと

っているということですね。 

○志谷  内閣府令で定める場合を除くではなく

て、「限る」となっている。（笑） 

○前田  その結果、その他という部分こそが、

適用除外についての真の包括条項に今のところな

っていると。 

○志谷  使えるという……。 

 

【改めてバスケット条項について】 

○志谷  ちょっと私のほうからいいですか。最

初のところに戻りまして、バスケット条項ですけ

れども、もう随分と議論されてきているとは思う

のですが、日本商事株事件の最高裁の解釈に対し

て、現在先生方はやはり肯定的に考えておられま

すか。それとも、批判的でしょうか。本当に感触

みたいなことですけれども、それをお聞かせいた

だくと大変今後勉強になるなと思って、本日は実

は楽しみにしてきたのですけれども。 

○川口  どの部分について肯定的という話です

か。１号から３号までに該当する可能性があるも

ので、それとは異なる要素があれば、４号が使え

るかというような点についてですか。 

○志谷  あるいは、４号を捉えるときには、確

かに事実を１号ないし３号的に評価できる面もあ

るけれども、別の面があって、こちらが大事なの

だと言って、これに４号を適用するという態度で

すよね。どうなのでしょう、現在それに対しては

肯定的なのでしょうか。 

○川口  黒沼先生は、「アクロバティックな適

用だ」とどこかで書いておられたという記憶があ

るのですけれども。（笑） 

○志谷  アクロバティックという表現はどうい

う……。 

○黒沼  ですから、私は否定的なのですけれど

も、その解決方法としては包括条項一本にせよと

いう、そういう立場です。 

○志谷  その包括条項一本化をしたときに、今

よりももっとインサイダー取引の摘発が増えると

いうか、積極的に運用されていくというふうに黒

沼先生はお考えになっていらっしゃるのでしょう
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か。 

○黒沼  いや、現在は包括条項をかなり柔軟に

解していると思いますので、あまり変わらないの

ではないかという気もしています。先ほど伊藤先

生がご発言されそうになってやめた東洋ゴムの事

例も、業務に起因する損害だと見ることもできる

と思うのですが、その点については特に言及せず

に一般条項でやっていますので、どちらかという

と私は、一般条項を使うように実務は動いてきて

いるという感じは持っています。 

○志谷  これまでよりももっと広く積極的に摘

発されるというふうに予想されているということ

でしょうか。 

○黒沼  いや、ですから、包括条項にしたとし

ても変わらないだろうと思います。 

○行澤  これも印象論なのですが、やはり罪刑

法定主義との関係がクリアにされないまま包括条

項を柔軟に使ってくるというのと、先ほど言われ

た、金融庁が基本的に刑事裁判に持っていくより

も課徴金で処理する、しかも課徴金事例でバスケ

ット条項を使ったものはそれほど多くないという、

その辺の慎重な態度が、ややバランスが悪いとい

う感じがします。あるいは課徴金では包括条項を

慎重に運用する代わりに、これを超えて刑事事件

として立件するものについては包括条項を柔軟に

使うよという暗黙の了解がもしあるとしたら、そ

れは逆だろうという感じがします。罪刑法定主義

との関係では、刑事事件においてこそ包括条項を

安易に使用することに慎重な姿勢が求められるよ

うに思いますが、こちらの議論はたなざらしのよ

うな印象を受けます。 

○志谷  それは、私は先生のお考えをちょっと

誤解しているのかもしれないけれども、やはりこ

れまでの 30 年間の運用というものを重視すると

いうことでしょうか。 

○行澤  私の発言の趣旨は、それこそ具体的な

列挙事由があるのだから、列挙事由の方でしっか

りと捉えていくべきなのか、それとも包括条項を

重視して、こちらを主としてやるのかという議論

が、特に罪刑法定主義との観点においてあいまい

になったまま、実務が現状のようになっていると

いうのはいかがなものか、ということです。 

○川口  包括条項違反で課徴金事例にしていく

のは、あまり好ましくないというような立場でし

ょうか。 

○行澤  好ましいかどうかは別ですけど、罪刑

法定主義との関係で言えば、課徴金事例のほうが、

包括条項が使いやすいといえるのではないでしょ

うか。 

○川口  それで良いのでしょうか。刑事手続き

より緩和された手続きで、包括条項を多用するこ

とが……。 

○行澤  よいかどうかまではコメントする力が

ないのですけれども。 

○川口  ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、本日の研究会はこれで終わらせてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 


